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第 3000 例会（30号） 2016 年２月 25 日（木）晴

3,000回記念例会

司会：野沢幹事

三瓶和秀会長エレクト
による乾杯

◆会長挨拶ならびに報告
皆さんこんばんは。ご案内の通り本日
が 3,000 回例会です。
プログラム委員長の有賀行秀さんが
気づき、即、幹事に伝えられました。そ
れならサッと通過せずに、ちょっと立
ち止まって過去を振り返り、一献酌み
交わしながらお祝いしようとなった次第です。ちなみに、
これは S.A.A の伊藤盛敏委員長の発案です。
例会の積み重ねの 3,000 回ですから、その重みを感じ
ているのは私だけではないと思います。周年の記念式典
とは違って、こうして会員同士が閑かに祝うのも、これ
はこれで「乙」ですね。
当クラブは昭和 28 年６月に創立しました。偶然、私も
この年の 10 月に生まれました。日本で初めてテレビ放送
が始まった年です。また、ベビーブームと呼ばれて、小
学校の新入学児が 100 万人も増加したのもこの頃です。
後に「団塊の世代」の愛称で長く呼ばれる世代です。
電気洗濯機、冷蔵庫、テレビのいわゆる「三種の神器」
の中でも、テレビは昭和 39 年の東京オリンピックに向
かって、瞬く間にお茶の間に普及しました。そして日本
は高度経済成長期に突入していったのです。そんな時代
の流れの中で、平ロータリークラブのメンバーは例会を
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続けていたのですね。きょうは私の年度の第 30 回例会で
もあり、創立以来 3,000 回と「３」並びの記念の挨拶と
いたします。

司会：野沢幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（新田俊彦会員）〕
新田俊彦会員

◆幹 事 報 告
⃝第 21 回日本青少年交換研修東京会議の案内が届きま
した。
⃝いわき平東ＲＣ、いわき桜ＲＣより３月プログラム予
定表が届きました。
⃝郡山ＲＣ 80 周年記念事業の案内が届きました。
★本日の例会案内 ３月10日（木） 12：30 ～
新入会員卓話 平戸康明常陽銀行支店長
お食事メニュー＝天麩羅うどん／ミニバラちらし
★次回の例会案内 ３月17日（木） 12：30 ～
職業分類委員会担当卓話
お食事メニュー＝ポークソテー温野菜添え
菜の花とベーコンパスタ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
3,000 回を振り返って

▼山﨑慶一会員 会長を任された 1985-86 年
度に、３年後に当クラブからガバナーを出す
ことになり吉田仁先生にお願いしました。引
き受ける条件で私が幹事を務めました。当時
は山形県と合同の地区だったため公式訪問は大変でし
た。次年度に引き継いだのですが、山形県から選出のガ
バナーが体調を崩し直前の吉田先生が再び公式訪問をさ
れました。その後、吉田先生も重い病気にかかられ、２
代のガバナーが亡くなる悲しい結果となりました。
▼吉田仁平会員 山﨑さんが会長の時に入会
しました。当時は入会すると年忘れ家族会で
女装をさせられました。
同期は花嫁の和装で、
私だけは妊婦用のウェディングドレスを着ま
した。また、当クラブは転勤族の方が多いのですが、単
身赴任の皆さんも年忘れ家族会には、ぜひ夫人同伴で参
加され、奥様に平クラブの雰囲気を知ってもらいたいと
思います。
▼黒須幸雄会員 私は昭和 50 年入会です。
年忘れ家族会ではピンクのドレスを着て、タ
キシード姿だった当時のＮＴＴ支店長とダン
スを踊りました。先輩会員に酒をつぐよう言
われて大変、もてた記憶があります。かつての年忘れ家
族会は多くの子供さんが参加して賑わっていました。野
沢達也幹事の子供の頃の思い出も、祖父の武蔵さんに連
れられて来た印象が強いのでしょう。
▼新妻純男会員 私は 30 代で入会しました。
周りは大先輩ばかりで、早く同世代に入って
ほしいと思っていました。今年の世界大会は
ソウルですが、私が幹事の時も同じ所で、み
んなでソウルへ行こうと呼び掛け総勢 16 人で参加しま
した。その後、
台北大会にも多くの参加を果たしました。
私が会長を務めたのは 21 世紀の幕開けで、大みそかに
カウントダウン例会を行いました。
▼郡二三子さん 私は 20 年以上、事務局を
務めています。ロータリーのことは何も知ら
ない状態で始まり、毎年、代わる会長・幹事
さんの意に沿うように努めて来ました。年を
重ねると悲しいことが増えます。昨年は鷺佳弘さん、志
賀弘昌さんが相次いで他界されました。ぜひ私の元気な
うちに後継者を探してほしいと願っています。
▼志賀康朗会員 （今後に望むことを新会員
に話してほしいとの指名で登壇）私は、あま
り出歩かない父（弘昌さん）がＲＣだけは喜
んで出掛けていた気がします。まだ私はＲＣ
について知らない点が多いですが、奉仕の精神をしっか
りと身につけて発揮し、ロータリーが似合う男になりた
いと思います。ご指導をよろしくお願い致します。
▼竹谷金浩会員 昨年７月に入会して、よく
分からない中、家族を連れてきて楽しんだら
と先輩から助言をいただき、同伴例会には一
緒に出るようにしています。妻や娘たちも、
いい経験をしていると思います。先ほどから、女装した
り、白鳥になったりという楽しそうな話があるので、そ
れも経験したいと考えています。

▼伊藤盛敏会員 私は青年会議所を卒業した
時に先輩から「ロータリーに入れ」と誘われ
ました。10 年早いと思っていたのですが、
鷺佳弘さんが会長の時、地区大会を主管した
ので若手ばかり６、７人入会しました。私が一度断ると、
鷺さんに「今年入らなければ一生入れない」と言われ、
入りました。その同じ話を阿部（弘行）君にして入会し
てもらいました。
▼越智正典会員 私が入会したのは有賀敬四
郎さんと馬目佳彦さんの同期生２人に毎晩の
ように田町に誘われた結果です。勤務先のク
リナップでは上役に「地元のためになること
ならしっかりやれ」と励まされました。私が新入会員の
時はマジックを習って披露しました。一番の思い出は水
石山に平東、平中央との３クラブ合同で道標を作って運
び、設置したことです。
▼関口武司会員 （幹事より「Ｉターン」で
地元に根付き、次年度副会長を務めると指名）
大学を定年退職してからロータリークラブに
入らせていただきました。家内には「良かっ
たね。毎週うれしそうに行くじゃない」と言われます。
大役を前に、あらためて奉仕の精神をじっくりと考えさ
せていただきたいので、今後もよろしくお願いします。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（佐藤淳委員長）
例会日 基本会員数 出席者
２月 25 日
49 名
28 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（坂本佳友副委員長）

以上２件
大久保健蔵さん、鈴木弘康さん。

◆ 米山記念奨学会委員会（森雄治委員長）

大久保健蔵さん、
山崎洋次さん、
浅倉哲也さん。
 以上３件

◆ロータリー情報委員会（吉田仁平委員長）

19日にいわきワシントンホテル椿山荘でいわき分区の
新入会員セミナーが開かれました。青木喜久男会員、曲
山浩範会員、
竹谷金浩会員、
志賀康朗会員が出席しました。

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん（3,000 回例会を祝って）♥森雄治さん（3,000
回例会おめでとうございます）♥坂本佳友さん（ご無沙汰し
ております）♥飯野光世さん（3,000 回例会を祝して）♥越
智正典さん（3,000 回例会を祝して）♥阿部弘行さん（祝 3,000
回例会！！）♥鈴木弘康さん（㊗ 3,000 回！！）♥鈴木稔さん（例
会 3,000 回おめでとうございます）♥浅倉哲也さん（3,000 回
例会を祝して）♥吉田仁平さん（3,000 回記念）♥山崎洋次
さん（第 3,000 例会おめでとうございます）♥竹谷金浩さん
（3,000 回例会おめでとうございます）♥高萩阿都志さん（祝
3,000 回例会）♥新妻純男さん（例会 3,000 回おめでとうござ
います）♥伊藤盛敏さん（3,000 回の例会を祝って）♥佐藤
淳さん（3,000 回記念例会おめでとうございます）♥黒須幸
雄さん（3,000 回例会おめでとうございます。歴史を感じま
す）♥関口武司さん（3,000 回例会達成を祝して）♥大久保
健蔵さん（3,000 回例会おめでとうございます）♥八幡恭朗
さん（3,000 回例会を記念して）♥青木喜久男さん（祝 3,000
回。歴史を感じます）♥有賀行秀さん（3,000 回例会を祝って）
♥山﨑慶一さん（3,000 回例会おめでとうございます）♥三

以上24件
瓶和秀さん（お陰様で退院できました）

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

